
2022年6月17日（金）ちゃんと 10

仕　事▶  カラーリング（白髪染めのみ）、 
シャンプー、簡単な接客

資　格▶ 美容師免許
給　与▶  平日/時給900～1,000円 

土曜/時給950円～
時　間▶ 9:00～17:00 ※最終受付は15:30
勤　務▶ 週2日～OK!  

※応相談   ※日曜、祝日は定休日
待　遇▶ 交通費規定支給

※応募の際に、｢求人ナビを見ました｣とお伝えいただくとスムーズです。

カラーリスト大募集!

ブランク
ある方も
歓迎!

扶養内
勤務可

日･祝は
お休み！ まずはお気軽にお電話ください。

15:30で受付終了なので、
家庭との両立もしやすい！

千歳

090-6696-1890
■オーガニックヘアカラー専門店

（斉藤）

千歳店nonno 千歳市信濃
4丁目11-4

- のんの -

パ カラーリスト

デザイナー募集
仕　事▶「Q人ナビ」「ちゃんと」の紙面・広告制作
給　与▶ 月200,000円以上 ※経験により優遇
資　格▶ Illustrator・Photoshopの基本操作必須 

★InDesign使用できれば尚可 
★Webの知識がある方尚可

時　間▶ 9:00～18:00（休憩95分） 
※月曜は若干の残業があります。

休　日▶日曜、他4週6休
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、昇給・賞与有（業績による）、諸手当有、 

車通勤可、試用期間1ヶ月位有

〒066-0073 千歳市北斗4丁目13-20

■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

千歳 正 デザイナー

◆ 正社員

★ デザイン未経験者も 
応募可！

★ デザイン業務経験者 
大歓迎！

まずはお気軽にお電話ください。

☎0123-27-0911
採用担当/葉多埜・髙橋

千歳市幸町
2丁目3-2☎0123-26-5061 受付/14～18時 

担当/浅野、山川

まずはお気軽にお電話ください。

◆ ホールスタッフ アルバイト

仕　事▶ 接客、配膳、料理説明、片付け等
資　格▶ 未経験者歓迎
給　与▶ 時給1,050円 

※22時以降深夜割増有
時　間▶ 17:00～23:00の間 

※予約状況による
勤　務▶週3～5日程度
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与

◆ 洗い場・調理補助 パート

仕　事▶洗い場・簡単な調理補助等
資　格▶ 主婦（夫）歓迎、未経験者歓迎
給　与▶ 時給950円 

※22時以降深夜割増有
時　間▶ 17:00～23:00の間 

※予約状況による
勤　務▶週3日程度 
待　遇▶交通費規定支給

ホールスタッフ

スタッフ募集
洗い場・調理補助

未経験者歓迎！

千歳 ア ホールパ 洗い場・調理補助

千歳

仕　事▶ 「生活情報紙ちゃんと」の配布員さん
の自宅に荷物を届ける仕事です。

資　格▶ 大きめの車をお持ちの方
給　与▶ 月11,000円程度（配達件数による）
時　間▶ 毎週水曜日の2～3h程度 

（担当軒数による）

まずはお気軽にお電話ください！

千歳市北斗4丁目13番20号 ☎0123-27-0911
■千歳･恵庭エリアの生活情報紙発行

【募集地域】 
住吉、日の出方面

・自由ヶ丘、桜木方面

「生活情報紙 ちゃんと」の
配布員さんの自宅に

荷物を届ける仕事です。

水曜日
だけ！

週1日配達員
（班長さん）募

集

委 配達員（班長）

勇払郡安平町早来富岡210-20

仕　事▶ 花と野菜の直売所「サックルズファー
ム」での店内業務（レジ打ち、商品の陳
列、袋詰めなど）、配送業務

資　格▶ 未経験者・経験者ともに歓迎、車通勤で
きる方（公共交通機関が少ない為）

給　与▶  時給900円～
時　間▶8:30～17:00の間で実働7h（休憩1h）
休　日▶月10日
待　遇▶ 各社保完備、交通費規定支給、 

有給休暇、社員割引有

受付/平日9:00～17:30　　担当/笠井
☎0145-26-2800
電話連絡の上、写真付履歴書をお持ちください。

販売未経験者歓迎!
スタッフ募集!直売所
お花や 
野菜の知識は不要
自然豊かな環境
通勤ルートも快適!!

詳しくは 「北海道興農社」で検索！

安平 ア パ 直売所業務

☎0120-35-0909
（通話無料/平日9～20時、土日9～18時）

応
募

0909workお仕事イロイロあります！

北日本事業統括部 千歳営業所㈱ジャパンクリエイト 千歳市千代田町5-5-1 戸田ビル2F 労働者派遣許可番号 （派）27-300717 有料職業紹介事業許可番号 27-ユ-300414

オススメ!

仕　事▶ 食パン製造及び仕分け作業
給　与▶ 時給1,000円～ 

※22～翌5時/時給1,250円～
時　間▶ 24時間の間で実働8h　※応相談
勤　務▶ 週4日～ ※休日応相談
待　遇▶ 労災保険、交通費規定支給、 

車通勤可、制服貸与、 
退職金有（規定による）

★ 24時間の間で4～5hの短時間パートも同時募集！時給990円～

パンの製造及び仕分け NO.1957-A-01恵庭市恵南

・選べるシフト・選べる時間帯・日払い・週払い可能

・扶養内OK ・Wワーク歓迎・シニアの方も歓迎!!

★千歳営業所で随時登録会開催‼

20名大募集‼
和気あいあい♪
楽しく働ける 
雰囲気のよい職場です！

恵庭 派 工場内作業

時給UP
しました!

仕　事▶苗の運搬、野菜の回収作業、及び畑作業
資　格▶要普通免許
給　与▶時給1,200～1,350円

時　間▶8:00～17:00
勤　務▶シフト制　※休日自己申告制
待　遇▶ 各社保完備、車通勤時通勤手当支給（当社規定

最大1,170円/日)、千歳・苫小牧市内無料送迎
有、次年度継続雇用も可、正社員登用制度有、毎
日不織布マスク支給、試用期間2週間、各種作
業免許取得制度有

まずはお気軽に電話ください。面接時履歴書は不要です。

共通項目
仕　事▶野菜の収穫、苗の定植、畑管理作業等
資　格▶未経験者歓迎
給　与▶時給980～1,150円

畑作業スタッフ・・・15名募集

軽トラック運転手・・・5名募集収穫時期に 
ブロッコリーの 
お土産あり！

★ WワークOK★ 千歳市内完全無料送迎！
★ フリーシフト制お休み自由！希望100%!!

株式会社 I LOVE ファーム
勇払郡むかわ町豊城311番地26

☎0145-42-7050【担当】 
杉本・長谷

その他 ア パ 畑作業、軽トラック運転手

一般労働者派遣事業（派01-300285）
千歳市東雲町
1丁目9-6㈱マグナクルー

電話連絡のうえ、写真付履歴書をお持ちください。

★随時面接致します。
【月～金曜】9～18時0120-357-337

080-5729-7602 （土・日曜、祝日）

◆野菜の選別（恵庭市島松）
期　間▶即日～10月末
給　与▶時給950円
時　間▶ 9:00～17:00 ※現場により変動
休　日▶シフト制
待　遇▶ 残業手当有、交通費規定支給、 

車通勤可（無料駐車場有）

大歓迎!!
すぐに
働けます!

時給
950円!

未経験 シニア
の方

主婦（夫）
さん

恵庭 派 野菜の選別

電話連絡の上、写真付 
履歴書をお持ちください。 
委細は面談にて。 

新型コロナウイルスの感染予防対策をしています。

ローソン自衛隊北千歳駐屯地店 千歳市北信濃724

◆北千歳駐屯地内店舗
仕　事▶店内業務全般
資　格▶  車通勤可能な方、 

ダブルワーク・シニア・学生可
時　間▶ ①6:00～11:00 ②17:00～20:00
給　与▶ 時給920円
勤　務▶  週2日～ ※応相談
待　遇▶ 交通費規定支給、制服貸与、社会保険有
勤務先▶ 陸上自衛隊北千歳駐屯地内 

（千歳市北信濃724） 
※中央バス「北千歳駐屯地前」停すぐ

☎42-2121

Wワーク
シニア
学生ＯＫ!!

駐屯地内の 
ローソンで
働こう!!

普段は入れない場所で、ちょっと働いてみませんか？
千歳 パ 店内業務

電話連絡の上、写真付き履歴書をお持ちください。
千歳にて面接を実施します。 担当/熊谷

☎011-707-5228

札幌市北区北7条西1丁目2-6■ビルメンテナンス業
協和総合管理㈱ 札幌支社

待　遇▶ ①②6h勤務のみ社保加入有、 
交通費規定支給、制服貸与、 
有給休暇（半年後から）

勤務先▶千歳市幸町5丁目6-1

共
通
項
目

給　与▶ 時給975円
時　間▶ 8:30～15:15（実働6h） 

※多少の残業有

❶ 清掃責任者　★社保完備 ★週休2日制

給　与▶ 時給940円
時　間▶ (a)8:30～15:15（実働6h）　※週30h勤務 

(b)10:00～15:00（実働4.5h）　※週3日～OK 
※多少の残業有

❷ 客室清掃者　★土日祝のみの学生も大歓迎

給　与▶ 時給940円
時　間▶ 10:00～14:30（実働4h）　※週3日～OK

❸ ベッドメイク　★土日祝のみの学生も大歓迎

給　与▶ 時給920円
時　間▶ 10:00～14:00（実働3.5h）

❹ 共用部清掃　★土日祝と平日1日勤務

未経験者OK
車通勤OK

千歳 パ 責任者、清掃、ベッドメイク

時給

900円 
～

仕　事▶ 駐屯地内の食堂での調理
補助、食器洗浄等

給　与▶時給900円～ 
時　間▶ 9:00～18:00の間で、 

実働6～7h
勤　務▶ 週2～5日 

※シフト制
待　遇▶ 交通費規定支給、 

その他、委細面談
勤務先▶ 陸上自衛隊南恵庭駐屯地 

（恵庭市恵南63番地）
履歴書を右記に 
ご郵送ください。

〒080-0802 帯広市東2条南20丁目4-2
合同会社 インシュピルサン

担当/高橋 ☎0155-29-2151 080-6416-0926

恵庭 ア パ 調理補助、食器洗浄
駐屯地での

調理補助
食器洗浄業務です！

〒066-0077 千歳市上長都1-2

(株)EVENT ONE
イベントワン

仕　事▶ イベント会場設営撤去業務、他
資　格▶ 要普通免許、 

準中型免許以上保持者尚可
給　与▶時給1,000～1,250円
時　間▶  9:30～18:30の間で要相談
勤　務▶ 週1日～OK
待　遇▶ 車通勤可、 

残業手当有（当社規定有）、 
正社員登用有 

勤務先▶千歳・恵庭・苫小牧
電話もしくはメールでご応募ください。

☎22-0055受付/10～18時 
担当/関根

 info@eventone.jp

イベントスタッフ
大 募 集
★ 自分に合った働き方を優遇します！ 
トラック免許あれば尚可！

WワークOK！
長期・短期OK!
社員登用有！

未経験者 
OK!

やる気のある方

千歳・恵庭・他 ア イベントスタッフ


